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別記様式（第４条関係） 

会    議    録 

会 議 の 名 称 令和４年度第１回朝霞市廃棄物減量等推進審議会 

開 催 日 時 

午前１０時００分から 

令和４年５月２７日（金） 

午前１１時１０分まで 

開 催 場 所 朝霞市リサイクルプラザ ３階活動室 

出 席 者 

（審議会委員 ９人） 

松波会長、野平委員、石原委員、河井委員、遠藤委員、松下委員、大村委

員、髙橋委員、栁下委員 

（事務局 ５人） 

木田資源リサイクル課主幹兼課長補佐、木内資源リサイクル課長補佐兼資

源リサイクル係長、早川リサイクルプラザ所長、西田施設管理係長、新川

資源リサイクル係主査 

会 議 内 容 

議題 

（１） 第５次朝霞市一般廃棄物処理基本計画の検証結果報告について

（令和３年度実施分）（案） 

（２） その他 

会 議 資 料 

○次第 

○資料１ 清掃事業概要（令和３年度実績） 

○資料２ 第５次朝霞市一般廃棄物処理基本計画の検証結果報告書（令和

３年度実施分）（案） 

○資料３ 【廃棄物減量等推進審議会における検証】委員意見まとめ 

○資料４ 【廃棄物減量等推進審議会における検証まとめ】案 

 

会 議 録 の 

 

作 成 方 針 

 ■電磁的記録から文書に書き起こした全文記録 

 □電磁的記録から文書に書き起こした要点記録 

 □要点記録 

 □電磁的記録での保管（保存年限   年） 

電磁的記録から文書に書

き起こした場合の当該電

磁的記録の保存期間 

■会議録の確認後消去 

□会議録の確認後６か月 

会議録の確認方法 

会長による確認 

そ の 他 の 

 必 要 事 項 
傍聴人 ０人 
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  審議内容（発言者、発言内容、審議経過、結論等） 

〇木田資源リサイクル主幹兼課長補佐 

皆さん、おはようございます。それでは定刻になりましたので、令和４年度第１回朝霞市廃棄物

減量等推進審議会を始めさせていただきます。私は朝霞市資源リサイクル課の木田と申します。本

日の進行を務めさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

初めに本審議会の開催に当たり、市政の情報提供及び審議会等の会議の公開に関する指針に基づ

き本審議会を公開とし、傍聴を許可してよろしいでしょうか。 

 

～委員から異議なし～ 

 

〇木田資源リサイクル主幹兼課長補佐 

はい、異議なしとのことでございます。ありがとうございます。それでは、係員は傍聴者の確認

をお願いします。 

 

〇新川資源リサイクル係主査 

傍聴者はいらっしゃいません。 

 

〇木田資源リサイクル主幹兼課長補佐 

はい、傍聴人はいないとのことですが、会議途中で傍聴希望者がいらっしゃった場合は、随時お

入りいただきますので、よろしくお願いいたします。 

それでは、会議に先立ちまして委員の交代について御報告をさせていただきます。第１号委員で

全国都市清掃会議の大川敏彰様がご退任され、後任として総務部長の河井一広様が委員となりまし

た。河井委員の方からごあいさつを一言お願いいたします。 

 

○河井委員 

皆さんおはようございます。この４月１日から全国都市清掃会議の総務部長になりました河井一

広と申します、よろしくお願いいたします。この３月までは横浜市のごみ行政に携わってまいりま

した。引き続き、朝霞市の廃棄物の取組に参加させていただきますので、よろしくお願いいたしま

す。 

 

〇木田資源リサイクル主幹兼課長補佐 

ありがとうございました。続きまして事務局職員の交代について御報告させていただきます。本

年４月１日付で資源リサイクル係は係長の高橋と主事の中原、施設管理係は係長の川合がそれぞれ

異動しまして、新たに課長補佐兼資源リサイクル係長として木内、同じく資源リサイクル係主査と

して新川、施設管理係長として西田がそれぞれ着任いたしました。それでは、新たに担当となる３

人の職員よりごあいさつさせていただきます。 

 

〇木内資源リサイクル課長補佐兼資源リサイクル係長 

資源リサイクル課長補佐兼資源リサイクル係長の木内と申します、どうぞよろしくお願いい
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たします。 

 

〇西田施設管理係長 

施設管理係長の西田と申します、よろしくお願いします。 

 

〇新川資源リサイクル係主査 

資源リサイクル係の新川と申します、よろしくお願いします。 

 

〇木田資源リサイクル主幹兼課長補佐 

ありがとうございました。なお、本日課長の渋谷ですが、体調不良のため欠席させていただいて

おりますので、私木田の方で代行させていただきます。よろしくお願いいたします。また本日の会

議開催に当たりまして、感染拡大防止のため、アクリル板の設置、換気それから一部議事進行の簡

略化をさせていただいております。御発言される場合には着座にて、また会議録作成の関係もござ

いますので、マイクで御発言をいただければと思っておりますので、挙手をいただきまして、係員

がマイクをお渡ししましたら、お手元のスイッチを入れていただいて、スイッチが緑になったら発

言できる状態ということでございますので、そちらを御確認の上御発言をいただきますように御協

力をお願いいたします。 

次に、審議会の成立についてですが、朝霞市廃棄物減量等推進審議会条例第５条第２項で、「審

議会は委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない」こととしておりますが、本日は

１０人中９人の出席をいただいておりますので、会議が成立することを御報告いたします。 

続いて会議資料の確認をさせていただきます。委員の皆様に、事前に送付しております資料とし

て、資料１「清掃事業概要（令和３年度実績）」、資料２「第５次朝霞市一般廃棄物処理基本計画の

検証結果報告書（令和３年度実施分）（案）」でございます。なお、資料３「【廃棄物減量等推進審

議会における検証】委員意見まとめ」及び資料４「【廃棄物減量等推進審議会における検証まとめ】

案」につきましては、準備の都合で大変申し訳ございませんが本日お手元の方に配付をさせていた

だいております。それぞれ資料１から４までご確認いただきまして、過不足等ございましたら挙手

にてお知らせをいただければと存じます。 

大丈夫でしょうか。 

それでは、朝霞市廃棄物減量等推進審議会条例第５条第１項において、「会長は会議の議長とな

る」と規定されておりますので、以後の議事進行につきましては松波会長にお願いしたいと思いま

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

○松波会長 

はい、おはようございます。それでは議事を進めさせていただきます。 

初めに、議題（１）、第５次朝霞市一般廃棄物処理基本計画の検証結果報告について（令和３年

度実施分）（案）について、事務局から説明をお願いいたします。 

 

〇木内資源リサイクル課長補佐兼資源リサイクル係長 

資源リサイクル係の木内と申します。よろしくお願いいたします。 
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本日は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、説明は要点のみとさせていただきますので御協

力をお願いいたします。 

それでは、議題（１）について御説明させていただきます。令和３年度のごみ排出量の推移につ

きましては、資料１の１ページ、一番上の「１ ごみ排出量」の表を御覧ください。令和３年度の

家庭ごみは８８１トン減少して３万１，４３０トン、事業ごみは３１８トン増加して７，１３３ト

ン、総排出量は５６３トン減少して３万８，５６３トンになりました。１日１人当たりの家庭ごみ

排出量は５９８グラムで、令和２年度に比べて１９グラム減少しました。家庭ごみの年間推移とし

ましては、コロナ禍の影響を引き続き受けており、令和３年度は、社会経済活動の回復時期と感染

拡大時期の両方があったことから、ごみ排出量が増減を繰り返し、不安定な状況が続きました。今

後も感染状況など、社会情勢の変化により大きく左右されることが予想されます。事業ごみの年間

推移につきましても同様に、感染拡大の影響を受けて、ごみ排出量は増減を繰り返しました。令和

２年度に排出量が大きく減少した反動で、令和３年度合計では増加となりましたが、令和元年度の

水準には届いておりません。 

次に、資料１の「２ 資源量の推移」ですが、「（１）委託等収集量」の表は、資源の委託収集の

量となっております。令和２年度に収集量が大きく増加した反動で、令和３年度は、資源全体では

減少となりました。品目別に見てみますと、ペットボトルは令和２年度に比べて増加しており、ダ

ンボール、プラスチック、びん、かんなど量が多い状況のままで横ばいとなったものもございます。

一方、減少した品目は新聞や雑がみなどでした。これらの変動は、主にコロナ禍による生活様式の

変化が原因ではないかと考えられます。 

１ページ下の表、「（２）集団資源回収量」の状況につきましては、総排出量は毎年減少し、内訳

で見ますと、びん類を除いた全ての品目で減少傾向となっておりますが、特にペーパーレス化の進

展などにより、紙類の減少が大きく影響しているものと考えております。布類につきましては、昨

年と同様に、コロナ禍の影響により、布類の相場が下落し、収集できなくなる業者が出たことなど

が影響したものと考えております。 

続いて、２ページの「（３）資源化量」の一覧を御覧ください。こちらはクリーンセンターで収

集した後、分別や処理されたものを売り払いや委託処理などにより資源化したものでございます。

合計量は、令和２年度に比べて約３パーセント減少しており、プラスチックと雑がみの排出量が減

ったことに伴う減少が主な要因となっております。また、乾電池、蛍光管が大きく増加しておりま

すが、これは分別キャンペーンの展開により、適切に分別して排出していただいた結果ではないか

と考えております。 

続いて、同じく２ページ下を御覧ください。「リサイクル率」は、令和２年度に比べて０．９パ

ーセント減の２６．２パーセント、「再生利用率」は、令和２年度に比べて０．７パーセント減の

３２．６パーセントとなりました。いずれも資源化量の減少が影響しているものと考えております。 

次に資料が変わりまして、資料２の１ページの表を御覧ください。「（１）年度別達成目標と実績

値の比較・評価」では、前回の審議会での御意見を踏まえ、達成できた場合は〇、達成できなかっ

たものの改善ができた場合などは△、達成できなかった場合は×で評価しております。表の中ほど、

「再生利用率」は、備考欄にも記載しましたが、焼却残渣のリサイクル量が目標値を上回ったこと

から△としております。その他はコロナ禍の影響により全般的に排出量が増加したことなどで、×

の評価としております。なお、令和２年度にごみ排出量が大きく増加した状況に比べますと、令和
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３年度は減少しておりますが、依然としてコロナ禍以前の水準には戻っていないものと捉えており

ます。 

不適燃焼物（布団・マットレス）の処理につきましては、２ページ下の表を御覧ください。スプ

リング部分の材質は鉄であるため、原料として再資源化され、布の部分は廃棄物固形燃料化されて

おります。処理量は１７２．３５トンでございました。 

最終処分計画につきましては、次の３ページの「①不燃残渣等（不燃物残渣、廃プラスチック）

埋立処分（搬出量推移）」の表を御覧ください。こちらは不燃物等の埋立状況でございます。不燃

物は、１行目の埼玉県環境整備センターで８８．２トンを、２行目の米沢市で４．６２トンをそれ

ぞれ埋め立てました。３行目は廃プラスチックを焼却した焼却灰の埋め立て量でございます。 

焼却灰の埋め立て状況は次の４ページの「①焼却灰埋立処分」の表を御覧ください。令和３年度

は主灰と固化灰を合わせて９７８．１５トンを埋め立てました。 

焼却灰等再資源化の処理状況につきましては、次の５ページを御覧ください。「②焼却灰再資源

化」の表で、搬出先は令和２年度と同じで、合計２，４８１．９３トンを人口砂、セメント原料、

再生砕石として再資源化を行いました。 

不燃物の再資源化については、３ページに戻っていただきまして、「②不燃残渣、クリーンセン

ターで処理できない不燃物等再資源化」の表を御覧ください。搬出先は令和２年度と同じで、合計

２，２１８．２３トンを再資源化しました。 

容器包装リサイクル協会への搬出状況は６ページ上のですね、「③容器包装リサイクル協会」を

御覧ください。容器包装プラスチック、無色、茶色、その他のびん、ペットボトルを搬出しており、

合計で２，０５９．８３トンございました。 

啓発事業の状況につきましては、同じく６ページの「（５）啓発事業の状況」を御覧ください。

３Ｒ推進団体共同事業として古紙から手すきはがきを作る講座を実施いたしました。７ページで

は、１０月に３Ｒ推進月間を、１１月にごみ分別キャンペーン月間をそれぞれ実施し、啓発に努め

ました。また外国人への啓発として、やさしい日本語版の分別チラシを新たに制作しました。この

チラシはごみ分別をイラストで、ごみの出し方を写真でそれぞれ説明するものでございます。 

収集運搬状況につきましては、ページが飛びますが、２３ページの一番上の表を御覧ください。

市内の集積所は、令和３年度末現在で５，４４７か所ございます。燃やすごみは週２回、燃やせな

いごみ／プラスチック資源ごみ、資源ごみが週１回、粗大ごみの戸別収集は予約制でそれぞれ実施

いたしました。収集運搬を委託している業者は、先ほどの表の下、「③ごみ収集運搬の状況」を御

覧ください。例年と同様に、２社へ委託しており、定期的に委託調整会議を開催し、指示事項の徹

底や情報交換などを進めております。 

生活排水につきましては、２８ページを御覧ください。「（１）生活排水」につきましては、下水

道施設の整備において、市街化区域に編入された旧暫定逆線引き地区の汚水管整備を継続して実施

しています。また、水洗便所への改造費用に対する融資あっせん制度や、私道排水設備工事に対す

る補助金交付等により、下水道普及への取組・推進を行っております。その他、単独浄化槽から合

併処理浄化槽への置き換えを推進いたしました。 

し尿処理及び浄化槽汚泥につきましては、２９ページの「（２）し尿処理及び浄化槽汚泥」を御

覧ください。収集運搬は朝霞地区一部事務組合の許可業者５社で実施しております。し尿及び浄化

槽汚泥の中間処理は、朝霞地区一部事務組合のし尿処理場で広域的に実施されております。最終処
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分としては、市の処理場で発生した、し渣を志木地区衛生組合、新座環境センターで焼却処理をし

ております。 

資源リサイクル係からの説明は以上となります。 

 

〇西田施設管理係長 

施設管理係西田と申しますよろしくお願いします。続きまして、検証結果報告書（案）の施設管

理係分について御説明します。 

まずは２０ページを御覧ください。「第２編 ごみ処理（２）再資源化計画（リサイクル）」の「取

組み状況 ①家庭ごみ」の「（ウ）小型家電品の再資源化」につきましては、クリーンセンターに

おけるピックアップ回収のほか、市役所、リサイクルプラザ及び朝霞台出張所の３か所で拠点回収

を行っております。回収実績としましては回収量が５，０１０キログラム、売払額１万９，３２７

円となっており、昨年同様に永和鉄鋼株式会社、株式会社浜屋でリサイクルしております。 

また、クリーンセンターには拠点回収の他に宅配便を利用した小型家電リサイクル事業を展開し

ているリネットジャパンリサイクル株式会社と協定を結びまして、令和元年１２月からサービスを

御利用いただいております。回収実績といたしましては、令和３年４月から令和４年２月までで 

８，０４１．６キログラムとなっております。 

続きまして２５ページを御覧ください。ごみ処理中間処理結果につきましては、各施設の稼働状

況について表のとおりとなっております。次に、ごみ焼却施設、粗大ごみ処理施設、空き缶資源化

施設及びプラスチック類処理施設が稼働し、安定的な処理が行えるよう補修工事、修繕を実施いた

しました。各施設の実績につきましては、補修工事、修繕の実績表のとおりとなっております。内

容の一部につきましては、取組表の「①安全・適正な維持管理」、「②計画的な施設整備」に記載し

ております。施設の延命化と安定的な稼働を図るため、ごみ焼却処理施設、粗大ごみ処理施設の定

期補修工事を実施していくとともに、その他の施設につきましても、補修工事や修繕を行ってまい

ります。「③新技術の情報収集」につきましては、新型コロナウイルスの影響により、視察研修等

は参加できませんでしたが、情報誌等からの情報の収集に努めております。 

施設管理係の説明は以上でございます。 

 

○早川リサイクルプラザ所長 

リサイクルプラザの早川と申します。資料の９ページを御覧ください。９ページ「（６）リサイ

クルプラザの運営状況」について御説明いたします。 

まず、朝霞市リサイクルプラザ企画運営協議会の活動でございますが、令和３年度は合計５回の

講座を実施いただきました。内容といたしましては、８月に「夏休み親子ワークショップ・エコガ

ラスで作るキャンドルホルダー」、９月に「廃油石けんづくり講座」、１１月に「おかたづけ講座 子

ども編」、また連続講座として「エコネット環境カフェ」と題し２月に「リサイクルとＳＤＧｓ」

３月に「企業の取組みから循環型社会を知る」を開催いただいたところでございます。コロナ対策

も考えまして各講座とも募集定員は最大でも２０人とさせていただき、５講座合計で７５人の方に

御参加をいただきました。 

次のスクールグッズシェアリングは令和３年度から本格的に開始した事業で、毎月第三土曜日に

このリサイクルプラザにて開催いただいております。これは、お子様の成長に伴い不用となったラ
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ンドセルや彫刻刀セット、絵画用具などの学用品をお持ちいただき、それを必要な方へお渡しする

事業です。令和３年度は３６２点を受入れ、８０点をお渡しすることができました。 

次のスタッフミーティングですが、これは各講座の企画立案や各事業の打ち合わせをしていただ

いており、原則として毎月第一金曜日に、リサイクルプラザにて実施していただきました。 

次に「リサイクルショップ事業」でございます。令和３年度は新規会員登録者数が２２９人、出

品点数は４万５，９２３点、販売点数が３万５，４０９点、販売金額が９０９万８，９６０円でご

ざいます。 

続きまして、「リサイクル家具類収集・販売事業」でございます。こちらシルバー人材センター

の派遣スタッフが収集・修理を行った家具類について販売を行っており、令和３年の実績は収集点

数２２３点、こちら不要な家具類をお持ちの方から御依頼をいただき、お宅へ訪問収集した家具の

数でございます。こちらの収集代金が５万８０００円となりました。次に持ち込み点数１３６点、

こちらは不要な家具をお持ちの方が直接このリサイクルプラザへお持込になった数でございます。

さっきの訪問収集点数とあわせまして、リサイクルプラザで受け入れた家具類の点数の合計は 

３５９点となります。販売につきましては家具展示点数が４７６点、購入の申し込み件数が 

１，００５件、販売件数が３６３件、販売金額が９７万１００円でございます。 

次に「不用品情報交換事業」でございます。こちらリサイクルプラザのプラザ内の掲示板に「譲

ってください、譲ります」という案内を掲示し不用品の再利用のあっせんを行っているものです。

令和３年度におきましては、譲りますの受付件数が５２６点、成立件数は１６６点、譲ってくださ

いにつきましては、受付が７７件、成立件数は１６件でございました。合計で６０３件の受付、 

１８２件の成立となっております。 

以上の事業につきましては、以前から微減傾向にありまして、更に両年度はコロナ禍の影響もあ

り、それぞれそれ以前と比べて減少率がかなり増えておりました。令和３年度につきましては、ほ

とんど全ての項目が令和２年度より増加しており、これはコロナ禍による市民の皆様の外出自粛な

どといった傾向が回復の方に向かっているものによるものと思われます。今後更なる回復に向けて

ＰＲ等を図ってまいりたいと思います。 

続きまして１０ページを御覧ください。「食品ロス回収及び配布事業」です。こちらは御家庭で

購入したものの必要でなくなった、あるいは賞味期限が近くなったなどの理由で廃棄する予定の食

品を回収させていただき、市内２か所の子ども食堂に提供させていただいている事業です。令和３

年度は合計で９７６品の食品について回収提供をさせていただきました。 

その下の「制服回収及び配布事業」です。こちらは市内の御家庭で不要になった中学校の制服を

回収し、教育委員会を介して各学校に配布している事業で、各校において有効に御利用していただ

いているとのことでございます。こちらの令和３年度実績は、男女夏服体操着などを合わせて合計

９５着を回収・配布させていただきました。 

これら二つの事業につきましては前年度より倍増しており、また令和元年度と比較しても大きく

増加しております。これはコロナ禍により在宅することが多くなり、家の中を整理する機会が増え

たこと、また特に食品ロスにつきましては、コンビニエンスストア等における手前取りキャンペー

ン、棚に置いてある食品を手前にあるものから購入・消費、つまり賞味期限が近いものから購入・

消費していくといったことが大きく行われまして、こういったことにより食品ロスという考え方が

一般に広く受け入れられたものが影響しているものではないかというふうに考えております。 
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続きまして「②施設の利用状況」です。令和３年度の来場者数は９万１，０３５人。令和２年度

比１万８，２２１人、約２５パーセントの増となっており、こちらにつきましても、コロナ禍から

の回復傾向が見られます。開館日数は２９０日で、令和２年度より４６日増加しておりますが、こ

れは令和２年度が４月２日から５月３１日まで約２か月間休止していたことが影響しております。 

最後に１１ページを御覧ください。「稼働日数」でございます。こちらリサイクルプラザ内の活

動室大・小、それから向かいのリサイクル工房、その隣の和室の利用件数です。令和３年度は全室

合計で利用件数が１４３件、平均利用率は１２．３パーセントでございまして前年度より４８件の

増となっております。 

リサイクルプラザの実績は以上でございます。 

 

〇木内資源リサイクル課長補佐兼資源リサイクル係長 

資料１、２の説明については以上となっております。資料１、２につきましては、事前に委員の

皆様に御意見を頂きましたが、御意見と事務局からの回答を取りまとめたものが資料３でございま

す。また、今回頂いた意見をまとめた事務局案が、資料４でございます。 

 

○松波会長 

はい、ありがとうございます。資料３にですね、委員の皆様からの御意見をまとめられています

が、本日の事務局の説明を受けて、他に御質問御意見などがございましたらお願いしたいと思いま

すが、この資料３についての御報告はありますでしょうか。 

 

〇木田資源リサイクル主幹兼課長補佐 

資料３について簡単ではございますが、説明させていただきたいと思います。まず１ページ、最

初のごみ排出量でございますが、前年度比で減少していることも考慮してはどうかとか、あるいは、

１人１日当たりの排出量は平成３０年度と比べると同数値で人口増加を加味するとごみ総排出量

は良い数値ではないかという御意見がございまして、それに対しまして令和３年度のごみ排出量

は、月によっては令和２年度を上回るなど、コロナの感染拡大の影響により不安定な状況が継続し

ておりました。このためごみ排出量の減少が継続性のあるものかどうか、現時点では判断が難しい

ということで、このような評価とさせていただいたものでございます。 

次にリサイクル率、再生利用率でございますが、集団回収がコロナ禍で落ち込んだという御指摘、

あるいは総排出量はコロナの影響により削減しない一方で集団資源回収はペーパーレス社会によ

り紙が少なくなってきていると、新たな施策展開が必要と思われるという御意見がございました。

集団資源回収につきましては、紙の使用量の減少などが原因で、コロナ禍以前から減少傾向が続い

ております。一方で、ダンボールやびんかんペットボトルの回収量は増加しておりまして、資源の

種類によって傾向に差が見られるという状況でございます。これらの変化が一時的なものかどうか

状況を注視しつつ、新たな施策展開を考えていきたいというふうに考えております。 

また家庭ごみの排出量１人１日当たりのごみ排出量でございますが、様々な対策を検討していた

だきたい、あるいは達成はできなかったものの、前年度比ではその数値は減少していることも考慮

してはどうかという御意見頂きました。令和３年度は新型コロナの状況、影響を受けましてごみ排

出量が不安定な状況が続いておりました。このため数値の評価が難しいという側面があることか
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ら、このような評価としておりますが、引き続き状況を注視していきたいというふうに考えており

ます。 

それから次の２ページ目をお願いいたします。事業ごみ排出量でございます。他の自治体のデー

タでは、コロナで事業ごみは減少し、家庭ごみは増加ということが多いが、朝霞市の場合はどうい

った特徴があるかということで、本市におきましても御指摘のように、特に令和２年度は顕著に事

業ごみが減少しまして家庭ごみが増加したということがございましたが、令和３年度はそれぞれが

元に戻ろうとする動き、それから依然としてコロナ禍の影響が続くというこの両方の動きがござい

まして、結果としてこのような結果になったというふうに捉えております。また、事業ごみはコロ

ナ禍の影響で、一旦減っておりましたけれども経済活動が戻ると同時にごみ排出量も戻ってくると

思われるということで実態把握等をやっていただきたいということでございます。事業ごみの排出

量削減は、私どもとしましても重要な課題の一つであるというふうに考えております。令和３年度

は、特に事業所の立ち入り調査を重点的に行ってまいりました。立ち入り調査は主として実態把握

ができるだけではなく、事業者側にも意識啓発の効果は大きいものと考えておりますので、今後も

こちらを重点的に取り組んでいきたいというふうに考えております。 

また、集団資源回収でございます。コロナ禍で集団回収があまりできなかったのではないか、あ

るいは登録団体数の増加には、原因を調べて参加数を増加させるように取り組んでいただきたいと

いう御意見でございます。集団資源回収につきましては、紙の使用量の減少などが原因で、減少傾

向が続いているというところから、令和３年度についてもその流れが続いているのではないかとい

うふうに捉えております。一方ですね、令和３年度は利用団体の増加に向けまして、一定規模以上

の大規模なマンションの管理組合宛てに、こういう制度がございますということでチラシを送りま

して、新たな登録を勧奨しました。今のところちょっと結果にはなかなかつながってないですけれ

ども、引き続きこういうふうな市民団体に向けまして、広報していくというふうなことで、利用団

体数を増やしていきたいなというふうに思っております。 

次に３ページ、検証結果報告書１３ページ以降の達成度評価でございます。プラスチック問題に

ついての啓発をより強力に実施すべき、また、衣類ロスについての啓発をより強力に実施すべきと

いう御意見でございます。プラスチック問題につきましては、国や県の施策に連動して本市でも啓

発を進めてまいりました。プラ新法の施行に関連して、今後市場の変化が予想されますので、３Ｒ

の視点から取組を進めてまいりたいというふうに考えております。また、衣類のロスということで

見てみますと、製造販売側の事情が大きく影響しているものとは捉えておりますが、市としまして

は、リサイクルショップの利用促進に加えて不要なものは買わない等の啓発を今後検討してまいり

たいと考えております。 

次でございます。講座の内容を動画で流すなど、啓発イベントを多くの市民に知っていただいて

はどうかということでございます。動画につきましては、あの動画だけということで言うと、映像

収録ですとか著作権とか、いろいろな課題が出てまいりますが、今後リサイクルプラザ企画運営協

議会と連携して、講座の市民への広報について、より充実したものにできないかということで検討

してまいりたいというふうに考えております。 

また次に、家庭ごみ有料化を導入すべきという御意見でございます。家庭ごみ有料化につきまし

ては、今年度と来年度の２年間で、第６次一般廃棄物処理基本計画の策定作業に着手したいと考え

ておりまして、この策定作業の中で市民への影響や意向、こういったものを調査したいというふう
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に考えております。 

次に、事業所の生ごみの実態調査を実施し、減量化・リサイクルが進むような取組が重要である

という御意見でございます。大規模事業者への立ち入り調査などの機会を捉えまして、生ごみの減

量化リサイクル等の指導を進めてまいりたいというふうに考えております。 

次に、分別排出の状況を市民の方々に情報提供するなど、分別の行動が進むような取組の検討が

必要という御意見でございます。分別につきまして私どもも重要なことであると。特に再資源化率

の向上とかですね、そこはリアルに数字として表れてきますので、令和２年度から分別キャンペー

ン月間を新たに設定しまして、啓発活動を進めているところでございます。今後このキャンペーン

の広報を工夫するなど、正しい分別に向けて更に取組を進めていきたいというふうに考えておりま

す。 

それから集団資源回収の未実施地区に、積極的に働きかけを行うなど参加率を向上させる取組が

必要という御意見でございます。広報やホームページなどを通して、制度の周知に努めております。

また未登録の管理組合にも、先ほど申し上げましたが、チラシを送付するなどの取組を行いました。

今後も様々な方法で登録団体の増加に努めていきたいと考えております。 

最後４ページでございます。災害廃棄物処理計画の策定を早急に実施すべきという御意見でござ

います。申し訳ございません、こちら、私共事務局の説明がやや不十分なところがございましたが、

災害廃棄物処理計画自体は、初期対応版というものではありますけれども、平成３１年度に策定し

ております。この初期対応版というもので当面の運用に支障はないというふうに考えておりまし

て、この後はですね、ごみ処理広域化への対応ですとか、今後の変化を見据えた内容の見直しの検

討を実施したいというふうに考えております。また、災害時を想定した訓練も必要と思われますと

いう御意見で、これに関しては、埼玉県の災害廃棄物図上訓練や、災害廃棄物対策研修会など積極

的に参加しまして、有事に備えた教育訓練を行っているところでございます。 

資料３につきましては、以上でございます。 

資料４は、頂いた御意見の取りまとめというところでございまして、あくまで事務局案ではござ

いますが、「（１）ごみ減量化・資源化目標達成について」は、令和２年度に比べてごみ排出量や１

人１日当たり排出量が減少しているが、コロナ禍の影響や人口増により排出量の多い状況が続いて

いる。２点目、リサイクル率の向上やごみ減量化に向けて、社会の変化を前提とした新たな施策が

必要である。３点目、事業ごみの実態をよく把握し、減量化に向けた取組が必要。４点目、集団資

源回収量を増加させるための取組が必要。 

「（２）市の施策について」というところでは、プラスチック問題や衣類ロスなどの啓発が必要

である。２点目、啓発イベントの方法を積極的に行うべき。３点目、家庭ごみ有料化の検討、４点

目、事業系生ごみの減量化や分別への協力が得られるような取組が必要。５点目、災害廃棄物廃棄

物の処理への備えをすべき。 

総評といたしましては、令和２年度に比べて状況は改善したが、コロナ禍の影響は依然残ってい

る。２点目、コロナ禍の影響を注視しつつ、生活様式の変化に合わせた施策を推進。ということで

ございます。 

 

○松波会長 

はい御報告ありがとうございました。資料１、２に続いて資料３の方ですね、事前に委員の皆様
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の御意見をまとめたものが資料３です。それを踏まえてそれを更にまとめたものが資料４というこ

とでございました。これに関して、あるいはほかに御意見御質問等ございましたらお願いいたした

いと思います。 

 

〇松下委員 

朝霞市リサイクルプラザ企画運営協議会の松下でございます。まず事務局の皆様ゴールデンウィ

ークの飛び石の平日であったりとか、そのときにごみをすごい持ち込みというのが多かったという

ふうに伺っております。大変お疲れ様でございました。 

それでは資料１から順次ちょっと質問をさせていただければと存じます。よろしくお願いいたし

ます。まず資料の１になります。２の資源量のところの品目、紙パック、こちらが令和３年度かな

り増えてございます。この状況につきまして、事務局側といたしましてはどのように考えておられ

るのか、ちょっとお伺いできればと存じます。あと資料２につきましては、１ページの評価基準に

つきまして、今年度から△というものを付ける形になったと思います。この△と言いますのはこの

内訳のところが一つでも、例えば数字のところで改善ができていたということであれば△というこ

とであるのか、ちょっとその辺りのことをお伺いできればと思います。それとともに、〇になると

いうのがなかなか現実問題こうなってくると難しいのではないかと。これは内訳も含めて全部が改

善されていかないと〇にならないのかというようなところも教えていただければと思います。あと

はですね、コロナ禍で様々な事業も中止になっていたりいたしますけれども、令和３年度におきま

しては、朝霞市でも公民館の活動は続けていたりであるとか、それは課とかそういったところでの

個々の基準、そういった判断によってなされているものであるのか、もしもそうであれば、こちら

におけるイベント等の開催におきましては、どのような基準があったのかということを教えていた

だければと存じます。私共の協議会の方はプラザの早川所長と相談の上、様々なイベントをできる

限り開催をさせていただいたわけなのですが、その辺りもしも何かありましたら、ちょっと教えて

いただければと思います。 

あと最後になります、１１ページのプラザの来館に関してなんですけれども、私どもも非常に快

適に使わせていただいております。利用団体につきまして、環境に特化した団体であればお認めい

ただいているというふうに伺っておりますが、この頃環境というものも注目をされておりまして、

市内でももしかしたら環境に特化しているような団体が新しくあるのではないかと思いますので、

その辺のところの利用団体増加ということが、またこちらのプラザの足を運ぶ方への認知、そうい

ったところでの増加につながると思いますので、何か方策等がありましたら教えていただければと

思います。長々と失礼いたしました。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

〇木田資源リサイクル主幹兼課長補佐 

はい、４点御質問いただきました、順次回答させていただきたいと思います。まず資源量の紙パ

ックの量が増えたというその理由でございますが、私どもとしましてもこれという理由はなかなか

見いだせなかったのですけれども、コロナ禍の関係で在宅の時間が増えたということで、紙パック

を洗って切り開いてということをやっていただける時間が増えたのかなというふうなところと、あ

ともう一つは、分別キャンペーンできちんと分別をやってくださいねというお願いが少しずつ浸透

してきたのかなという前向きな捉え方をしております。今後もですね、やはり紙パックというのは
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良質なパルプの材料になりますので、そこはしっかりと訴えかけていきたいなというふうに思って

おります。 

それから資料２の評価基準の△あるいは〇の基準は一体どうなのということでございます。△は

私共も評価する上でいろいろちょっと考えをしたのですけれども、指標がどこまで改善していれば

△なんだろうというところはあったのですが、市の努力で要素が改善したら△と、外的な要因だけ

での改善であれば必ずしも〇にはならないのではないかというふうなところで、今回はこのような

評価とさせていただきました。実際に〇になる基準はどういう状況かというところでございますけ

れども、それぞれ一番上の数字ですね、ごみ総排出量、リサイクル率、再生利用率、１人１日当た

りの排出量この数字が、目標値を達成できれば〇になるのかなと。仮にちょっとその内訳バランス

が少々悪かったとしても、トータルで数字が達成できていれば目標達成で〇になるのかなというふ

うな認識は持っております。 

それから令和３年度のリサイクルプラザのイベント等の開催基準というところでございますけ

れども、実際には公民館等も含めましてそれぞれの施設の事情というものがございますので、それ

ぞれの施設ごとに判断をしているという現状でございます。こちらのリサイクルプラザではリサイ

クルプラザの実情に合わせて開催できる・できない、あるいはこういう制限をすれば開催できるん

じゃないでしょうかという形で判断をさせていただいているところでございます。今後はですね、

少しずつコロナの影響も緩和するというふうな方向で進んでいっているところもございますので、

よく状況を見極めながら、次第にまた元に戻していくような方向でやっていきたいというふうに思

っております。 

それから最後に、リサイクルプラザの利用団体の関係でございますけれども、環境関係というこ

とでお話ございました。こちらのリサイクルプラザの設置の目的というところで言いますと、廃棄

物をいかに減らしていくか、リサイクル・リユース・リデュースと、この３Ｒを推進していくとい

うところが大きな目的でございますので、そちらの推進に見合った使い方であればいいのかなとい

うふうには思っておりますので、個々にまた御相談いただければ対応させていただきたいというふ

うに思っております。以上でございます。 

 

○早川リサイクルプラザ所長 

最後の質問に一つ補足させていただきます。昨年の秋に各公民館へ、リサイクルプラザはこうい

った目的であれば利用できますというチラシの方を設置させていただきまして、１団体だけですけ

ども、現在月１回で使ってくださる団体が増えましたので、一つ御報告させていただきます。 

 

〇松下委員 

御回答いただきましてありがとうございました。コロナ禍の中止に関してなんですが、プラザに

関しては事務局の所長の方とやりとりさせていただいて明確に考えを持ってやらせていただいて

いるんですが、ちょっと私の質問の仕方が良くなかったかもしれません。例えば学校の見学の受け

入れであるとか、そういったことは中止をされておりましたので、そこのところの判断というもの

はどのようにしておられたのかなというところをお聴きしたかったというところでございます。あ

ともう一点、長々と本当に申し訳ございません。プラザの来館のことに関しましては承知いたしま

したので、個々の設置基準に見合った団体の利用であればＯＫということで再確認をさせていただ
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きました。あと３点目は申し訳ございません、この資料３のところで御質問をいただいておりまし

た、ちょっと私どもも関わってくることでございますので、補足をさせていただければと存じます。

１５ページの、講座の内容を動画で流すなどということで、多くの市民の皆様に啓発をしていった

らいいのではないかということで、事務局からの説明のとおりではありますけれども、私どもとい

たしましては、ＳＮＳで発信をしておりますが、動画に関しましてはなかなか映り込んでしまうと

か、肖像権の問題がございますのでできておりませんけれども、今後は事務局の方と御相談申し上

げながら、動画の時代になってきていますので、そういったことが本当にできるかどうかも含めて

検討していきたいということを思っておりますことと、あと今年度は、事務局との相談次第ではご

ざいますが、私共はここをずっと２０年以上出たことがないあの協議会でございましたけれども、

多くの啓発をしていくということにおきまして、外に出ていくというようなことも考えておりま

す。それはまだまだ検討段階でございますが、そういったことも考えておりますので一言申し上げ

たく、大変長く失礼いたしました。ありがとうございました。 

 

〇木田資源リサイクル主幹兼課長補佐 

失礼しました。学校見学の関係で御質問いただきまして、令和２年度それから３年度につきまし

ては、学校のですね主に小学校４年生の方がクリーンセンター見学に来られていたんですけれど

も、これがコロナの関係で中止になっておりました。状況としましては、どうしても見学室とかそ

の辺りがですね、十分な広さがないものですから、どうしても密になってしまうという状況があり

まして、そういう物理的な制約が主なところでなかなか受け入れは難しいですということで、中止

になっていたという状況でございます。学校の方とも教育委員会の方ともですね、いろいろ協議を

しておるんですけれども、学校で取られている感染防止対策が実現できるのであれば、クリーンセ

ンターの見学をやってもらっていいですよっていうお話だったのですが、その学校で取られている

感染防止対策というのが要は児童と児童との間が一定距離以上空いているとか、その密にならない

というところとかが条件として挙げられておりまして、現状のクリーンセンターの施設では、なか

なかその距離を確保するというのが難しい状況でございます。ですから、もう少し社会活動が緩和

の方向に向かっていって、その辺りの基準が緩和できるようになってきたら再開はぜひしたいなと

いうふうに思っておりますので、教育委員会の方と随時協議をしていきたいというふうに思ってお

ります。以上です。 

 

○松波会長 

あと、今の御質問に関連するんですけども私の方から１点だけ、資料２のですね、年度別達成目

標と実績値の比較評価に関しまして御説明があったところですけども、これが×と△しかない状況

なんですが、例えばごみ総排出量であるとか、１人１日当たりの生活系ごみ、確かに令和３年度達

成目標は達していないんですけども、その前年度比で考えると、改善されているということを考え

ると、これ△なんじゃないかと私は思うんですが、そういうリサイクル率とかに再生利用率につい

てでなくて、ごみ総排出量と１人１人当たりの生活ごみ排出量、これについては×ではなく△の方

がいいのかなというふうに思うんですけども、その辺はいかがでしょうか。 

 

〇木田資源リサイクル主幹兼課長補佐 
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はい、ありがとうございます。確かにですね、今おっしゃっていただいたとおり、ここ数年間の

状況を見てみますと、令和２年度、元年度から２年度にかけてぐっと増えまして、特にコロナの影

響も受けて、ぐっと増えたんですが、令和３年度はその反動でポンと下がっていると、ただ下がり

きっていないっていうそういうふうな、一言で言うとそういう状況であると私どもはそういうふう

に捉えております。これは１人１日当たりの排出量もほぼ同じような傾向をたどっているところな

んですけれども、確かに完全に×と言い切れるかというと、目標値は機械的には達成できていない

ので×ということにはさせていただいたんですが、その反動という部分が、△に該当するかどうか

というところでいろいろ議論をさせていただいて、とりあえずは×ということにしたんですけれど

も、委員の皆様がですね、例えば△の方がいいんではないかということであれば、そちらの方に評

価を修正させていただくということも考えてみたいと思いますが、逆にいかがでございましょう

か。 

 

○松波会長 

〇が１個もないっていうこともありますし、×と△しかないってちょっと寂しい限りでございま

すので、一応改善傾向にあるっていうことを考えると、このごみ総排出量と１人１日当たりの生活

ごみ排出量は△にする方がよろしいのではないかと私の個人的な感想がございますが、皆さんいか

がでしょうか。 

 

～委員から異議なし～ 

 

○松波会長 

御異論ないようですので、そういう方向でよろしいでしょうか。 

 

〇木田資源リサイクル主幹兼課長補佐 

では、今御指摘ございましたごみ総排出量と、１人１日当たりの排出量につきましては、コロナ

禍の影響が薄らいで、減少傾向になったということを受けて△ということに修正させていただきた

いと思います。 

 

○松波会長 

ありがとうございます。その他御質問御意見等全般を通じてございますでしょうか。 

 

〇河井委員 

すいません説明いろいろありがとうございました。今ごみのこの評価っていうような形で〇と×

とかやられてると思うんですけど、こんだけコロナの状況で社会が変わってる中で、これはあくま

でも私個人の意見なんですけど、この数字を求めていいのかなっていうふうに思ったんですね。市

民とか事業者の皆さんが、例えば出したり分けたりしてるのに、ごみ量についてきちゃうものなの

で、それをこういう計画で決めたからこれができてませんっていうと、多分市民の皆さんとか事業

者の皆さん一生懸命このコロナ禍で頑張ってる中で、いろいろやり取りしていると思うんですね、

この経済活動が落ちた中で一生懸命どうやって支えていこうかとか、家にいなきゃいけないもの
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を、ごみをどうやって分けてやっぱりあの生活していかなきゃいけないのかっていう中を、余り数

字ばっか追っちゃうと、なんて言うんですかね、実際にやってる市民の皆さんとか、事業者の皆さ

んとかい離が生まれちゃうのかなって私実は、自分の中でいつも思ってたりするんで。そうは言っ

ても一方で、行政計画なんで、多分この目標ができたかできないかっていうふうな形で〇×でって

いうふうにやらざるを得ないっていうのは分かるんですけど、ここら辺の表現をなんかうまくした

方が、一生懸命やってる人たちの励みにもなるのかなっていうふうに実は私思っていて、あの、今

回事前に見させてもらっているときも、今会長が言っていただいたように、みんな×だって言うと、

これ見ると、何か今のような、私達が悪いことやってんのかなみたいな話に見られちゃうとあれか

なと思ったので、先ほど言ったことにまさに賛成の意見であります。 

それともう一つはですね、先ほど委員の方も動画の話をちょっと私も書かせてもらったんですけ

ど、やっぱりこのコロナの状況って、もう多分どう見ても続くと思うんですね。そうすると、例え

ばやりたいっていう方とやりたくないっていう意見が真っ二つに分かれちゃって、本来でしたらや

っぱり人と人が接してフェイストゥフェイスでやった方が一番実はよく理解していただけるんで

すけれど、そういうのができなくなるとなかなかどうやって伝えるのかと、特に小学生の方って大

きくなってしまいますので、この小学生のときに環境教育・環境学習をいかにするかっていうこと

が大事だ、大人になってからも大事だと思いますので、子供の時期ができなくなっちゃうと、非常

に勿体ないなっていうふうな形があるので、少しでもそのやってることをね、広く知ってもらった

方が誰からでも見やすくすればいいのかなと思って、すみませんこの表現をさせていただきまし

た。すいません長々と勝手なこと言って申し訳ありませんでした。私からは以上です。 

 

〇木田資源リサイクル主幹兼課長補佐 

今、大きく２点、御意見頂いたかと存じます。このコロナ禍の中で数字を求めてしまっていいの

だろうかと、市民の皆さんの意識とのかい離がそこには生まれやしないかという、こういう御懸念

でございました。確かにおっしゃるとおりのような側面はあろうかと思います。私どもとしまして

も、ごみの減量化をまた進めてくださいとぎゅうぎゅうそういう言い方を２年間は若干どちらかと

いうと控えまして、分別をきちんとやってくださいと、そちらをむしろ前面に押し出してやってき

たつもりでございます。どうしてもこのコロナ禍の影響でごみ量が増えるのはやむを得ないでしょ

うと。ただ、分別はしっかりやってくださいねと。そうすると市の方でしっかり再資源化をやりま

すというふうな方向でこの２年間は訴えてきたというふうに考え、実施してきたつもりでございま

す。そこをもう少しちょっと表現に反映させてはどうかという御意見であったのかなと思います

が、一つはあの先ほど松波会長からもございました×ではなく△というところもありますので、そ

この備考欄の記載の方法も工夫しながらですね、市民が、これは何だっていうふうなことにはなら

ないような方向性を、ちょっと表現を考えてみたいというふうに思います。 

それから、動画の関係でございます。こちらの方は確かに小学生、そのタイミングを捉えてきち

んと教育をしていくというふうなことも必要かと思います。確かに動画はそうですし、やはりこの

実際にですね、大きな音でガラガラしているのを目の前で処理してるのを見て、それで体感するこ

とによって感じるものっていうのも多々あろうかと思いますので、例えば密にならないショートコ

ースでのクリーンセンターの見学の再開ですとか、そういったような折衷案で徐々に再開していく

というふうなことも考えてみたいと思いますので、そちらの方で今後検討していければと思ってお
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ります。以上でございます。 

 

○松波会長 

その他、御意見御質問ございましたらお願いします。 

 

〇大村委員 

はい。ありがとうございます。２点ほど御質問御意見となるかと思うんですけどもまず１点目が

ですね、概要版にはですね、１ページ目の上から２段目というんですか、家庭ごみの朝霞市と埼玉

県平均というのが載っていますが、資料２の方には載っていなかったなと思ったんですけど、載っ

てますかね。１ページの辺りに載ってるのかなと思ったんですけれども、ちょっと私見付けられな

かったんですが、先ほどの×が多いとモチベーションが上がりづらいっていうのがあったんですけ

ど、埼玉県平均よりはいいわけですよね。他の市町村と比べて、恐らく県内ではいい方じゃないか

というふうに思うんですよ。なので、目標値に関しては×かもしれないけど、県内でも結構頑張っ

てるよっていう印象を与える要素もあるかと思うので、１ページ辺りに載せられるようだったら、

載せてみるっていうのもいいのかなというふうに個人的には思います。これが１点目です。 

２点目がすごく素晴らしいことが、乾電池とか蛍光灯の分別が良かったのか、数値がものすごく

良くて資料で概要版の方ですと、資料１の２ページ目の（３）ですね、乾電池・蛍光灯が令和３年

度は２万１７８０と。これは去年とか一昨年とかと比べると、３倍近く増えていることは素晴らし

いことではないかなと思います。キャンペーンの効果っていうのもすごく喜ばしいことかと思うの

で、この辺もうまくＰＲできたらいいのかなというふうに思いました。以上２点になります。 

 

〇木田資源リサイクル主幹兼課長補佐 

ありがとうございます。御意見ありがとうございました。まず、家庭ごみの１人１日当たりの排

出量ということで、県内の平均に比べると朝霞市はいい方な状況であるということで、そこは更に

頑張ってくださいという、そういうふうなニュアンスの表現があったらどうかという御意見かなと

思います。こちらの方は、文章の方で反映できるかどうかちょっと検討はしてみたいと思います。

ただ、もう一つですね、朝霞市にとっては大きなミッションとしまして、令和１０年度をめどにで

すね、和光市さんと一緒にごみ処理を広域化、共同で新しい施設を建てるという事業を今やってお

りまして、そこでは費用負担の割合は、ごみの搬入量の割合でもって負担をしましょうというふう

なことで合意がなされておりますので、ごみ減量化は頑張ったら頑張っただけ朝霞市民のものにな

るという側面もございますので、うまく競い合ってですね、和光市よりも更に頑張って減量化を進

めていくというふうな方向での意識付けができればなというふうに考えております。 

それから乾電池・蛍光灯の関係でございます。こちらは分別キャンペーンの効果ではないかとい

うことで先ほど説明させていただきました。実はですねこのキャンペーンの始めた一つのきっかけ

というのが、大変お恥ずかしい話なんですが、令和２年の夏頃にですね、クリーンセンターで火災

が発生しました。これの原因は、結局消防でも特定はできなかったんですが、恐らく充電式の電池

を破砕したことによって発熱したことが原因ではないかというふうなことになっております。それ

の関係もございまして、特に電池関係をよく取り出して、出してくださいということを強調してキ

ャンペーンをやってまいりました。その関係で特に電池をですね、分けて出してくださる方が増え
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ました。その関係がこの数字になって表れているものというふうに捉えております。どちらかとい

うとマイナスからのスタートではありましたけれども、結果としてはいい方向に向かってるのかな

と思いますので、今後も引き続き市民の方に御協力をお願いできればというふうに考えてございま

す。以上です。 

 

○松波会長 

その他御質問、御意見等。ございましたらお願いいたします。 

 

〇野平委員 

すいません。資料２のさっきの評価の話で、もう今更遡ってしまって申し訳ない部分なんで、ち

ょっと参考にお話ちょっとしておけばいいかなと思って、再生利用率の中で唯一△を当初付けてい

ただいてるので、余りここは触れない方がいいのかなとちょっと思ってたところなんですが、他の

評価も見直そうというお話があったんで、ちょっとお話できればと思って、唯一理由として焼却残

渣のリサイクル量が目標値を上回りましたという評価になってるんですけども、これもともとのご

みの総排出量の可燃ごみを見るとですね、目標に対する可燃ごみの量がかなり多いので、当然発生

する焼却残渣自体も多かったのかなと。そうなれば当然、焼却残渣をリサイクルする量が結果的に

は増えるので、目標を超えたっていう形になるのかなと思うので、もしこのまま残すのであるとし

てもお手元の中ではですね、当時の焼却残渣のどれだけの割合でリサイクルしたかというのを参考

に手元に控えておけば、リサイクル率としては、焼却残渣が増えてますよという形で説明ができる

のかなとちょっと思ったところでございます。当然燃やすごみが多ければ、燃え残りが増えますの

で、それがセメントなり資源となる量となりますので、結果的には目標を超えたという形になって

るので、その辺参考にお手持ちの資料とか市民の方から説明を求められたときにはお持ちいただい

た方がいいのかなと思いました。 

あともう一つ家庭ごみの量で、埼玉県の平均と朝霞市の数字頑張ってるよねというお話があった

中でですね、実はこの表にはないんですが、非常にあの言葉の定義がややこしい制度ではあるんで

すけど、家庭ごみ、生活系ごみとあと、家庭系ごみというのがもう一つあるかなと思います。それ

は生活系ごみからですね、資源ごみを除いたものですね、という形での指標というのが実はありま

して、当然究極的な目標はごみをなくすことであって、リサイクルするのが本来の目的ではないの

で、資源ごみとして、本当に可燃不燃粗大ごみとして処理する前のごみがどれだけ減ってきてるの

かっていうのも、どこかの段階で、政策とか上げる際には検討していただければ、結局ごみをです

ね、資源ごみとして出すんだからいいだろうということであれば、いわゆるリデュースには全然繋

がらなくなるので、その辺の指標としても、何か考える際には参考にあるといいのかなあと思いま

した。以上です。 

 

〇木田資源リサイクル主幹兼課長補佐 

はい、ありがとうございました。再生利用率の件は、確かにおっしゃるとおりかなと思うところ

もございますので、こちら今後に備えてですね、もう少しその割合ですとか、そういったバックデ

ータの関係をこちらの表現に反映できるかどうか検討してみたいと思います。 

また、１人１日当たりの方で家庭系のごみですね。家庭ごみではなくて家庭系ごみの方の数値は
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どうかということで、こちらの方もこちらの資料に反映できるかどうかというところはちょっとス

ペースの関係もございますので、検討が必要なところもあろうかと思いますが、事務局としては、

データの集計等はしてみたいというふうに思います。以上でございます。 

 

○松波会長 

はい。その他ございますでしょうか。 

 

～委員から意見なし～ 

 

○松波会長 

特にございませんでしょうか。それではほかに御意見とかないようでしたら議題（２）その他に

ついて、事務局からお願いいたします。 

 

〇木内資源リサイクル課長補佐兼資源リサイクル係長 

まず、今年度の審議会の開催予定でございますが、現在の第５次一般廃棄物処理基本計画の計画

期間が令和５年度までとなっておりまして、第６次の基本計画策定作業を今年度から来年度にかけ

て順次進めていく予定としております。このため、令和４年度は今回の他にあと３回の開催を予定

しております。日程の詳細につきましては、改めて事務局より調整の御連絡をさせていただきます。 

次に、審議会の会議録作成についてでございますが、これまでどおり、事務局にて全文記録とし

て作成をし、会長に内容を確認していただいた後に、確定とさせていただきますのでよろしくお願

いいたします。今回の会議録は、内容が確定した後、委員の皆様へお送りさせていただきます。事

務局からは以上となります。 

 

○松波会長 

はい。ありがとうございます。では本日の会議全体としまして、御意見等ございませんでしょう

か。 

 

～委員から意見なし～ 

 

○松波会長 

はい。それでは本日の議題は全て終了いたしましたので事務局にお返しいたします。 

 

〇木田資源リサイクル主幹兼課長補佐 

では、以上をもちまして、令和４年度第１回朝霞市廃棄物減量等推進審議会を閉会させていただ

きます。本日はありがとうございました。 

 

 


